
 

プレジデントチョイスは、２１世紀の総合栄養補助食品

GINKGO CoQ10MAX、医学博士のもとで考案された

KAISO、東洋医学で推奨される一物全体食を可能にし

たSPORIKI、マグナス創業時からご愛用者が絶えない

FUKKEN、神秘の栄養

食ROYALJELLY 

GOLD、血行促進を重

視したSUPER GARLIC 

PLUSなど最高級の製

品を１パックにまとめ

ました。 

単品では得られない相

乗効果をお試しくださ

い。しかも単品で購入

するよりもずっとお得

です。 

 

Magnus News はマグナス会員のための月刊ニュースレターです。ニュースレターに載っているスペシャルは会員の方が対象とな

ります。マグナスの会員以外の方でこのニュースレターをご覧になられた方も、マグナス製品のご購入はできますが価格は異なり

ますのでご了承ください。マグナスの会員になるための詳細はマグナス迄お問い合わせください。 マグナスニュースに記載されて

います価格でＳＲＰは一般のお客様、スペシャルはメンバー価格です。なおＴＡＸと送料は含まれておりません。 

Magnus Enterprises, Inc. 
22301 S. Western Ave. Suite 104 
Torrance, CA 90501 
Tel: 310.782.9657   Fax: 310.515.5263 
Email: magnus@magnususa.com 
www.magnusamerica.com 

❖本格的な夏到来！頭はボーっとしていませんか？マグナ

スの製品を忘れないで摂って下さいね。Ｐ２に認知症予防

対策が載ってますので、ご参照ください。マグナス製品の

何を摂ったかではなく、摂ったこと自体を忘れたら要注意

です。 

❖サプリメントを何種類も摂っている方は、一度プレジデ

ントチョイスをお試しください。一袋に６種類９個の製品

が入っていますから大変便利です。一日一袋の健康管理で

す。今月、お試し用に、「お試し１０パケット」をご用意

しました。メンバー価格＄３５ですので、この機会を是非

ご利用ください。 

 
SRP$300/60packets (540 tabs) PRESIDENT CHOICE 5TH 

GENERATION 

リンドウ 

●プレジデントチョイスを１

箱ご購入毎にプロバイオフ

ローラを１個プレゼント！ 

「試してみたいけど、一箱購入

するには・・・・、でも試してみた

い」と思っている方に、おすす

めです。１０パケット＄３５、旅

行にも便利です。先ずはお試し

ください。 

●プレジデントチョイス、お試し１０パケット

（９０粒）！マグナスメンバー価格＄３５！ 

●Ginkgo CoQ10 Max  2 tablets 

●Kaiso      2 tablets 

●Fukken      2 tablets 

●Sporiki      1 tablet 

●Royal Jelly Gold    1 tablet 

●Super Garlic Plus    1 capsule 
プロバイオ フローラ（SRP$40)は

１包に、１００億以上の乳酸菌と

乳酸菌を活性化するオリゴ糖、そ

れにビタミン、カルシウムを加え

た腸の健康を第一に考えた画期的

な乳酸菌製品です。美味しいの

で、お子様にも人気！ 



 

 
 

「この人誰だったかなぁ？あ～名前が出てこない」「財布をどこに

置いた？場所が思い出せない」といった「物忘れ」をした場合に、

もしかしたら認知症の初期症状では？ と思ったことはないでしょ

うか。物忘れは年齢と共に現れてくる現象ですから心配する必要は

ありません。しかし、過去の体験内容の一部分が思い出せないので

はなく、体験したこと自体を忘れてしまう場合や、今行なっている

動作の目的そのものを思い出せない場合は、認知症の予兆と言えま

す。例えば、次のような違いがあります。 

 ■夕食に何を食べたのかを思い出せない     ➡ 物忘れ   

 ■食事をした事自体を思い出せない    ➡ 認知症 

 ■買い物に出かけ、何を買うのかを忘れる  ➡ 物忘れ     

 ■買い物に出かけ、途中で外出した理由を  ➡ 認知症 

   忘れる、又は自分が今どこに居るのかがわからなくなる 

物忘れが進んだ状態をＭＣＩ（軽度認知障害）と言います。近

年、ＭＣＩの高齢者が非常に増えています。ＭＣＩを放置してお

くと、将来的に症状が悪化する可能性が非常に高く、ＭＣＩと診

断された高齢者のうち、約半分が認知症にエスカレートすると言

われています。 

健康推進のためだけでなく、肥満解消・

血糖値や血圧の改善、生活習慣病の予防

のためにも運動はとても大切です。

ウォーキングは、障害が生じる危険度も

少なく、どなたでも行えるので、おすす

めです。 

＝骨粗しょう症予防＝ 

歩くことで荷重がかかり、骨に刺激が加

わるので、骨の強さが増しやすく、骨粗しょう症予防

にもよいといわれています。 

＝脳を活性化して、認知症リスクを軽減＝ 

ウォーキングには快感ホルモンの分泌を促し、精神的

な緊張やうつ、敵意、混乱などのマイナス感情は低下

し、活力が上昇するなどのプラス感情が向上します。

又、脳の血行もよくなり、脳の活性化が促されること

で認知症のリスクを低減させるという報告もありま

す。 

 

運動の強度は低度・中度・高度の３段階に分けられ、

健康寿命を延ばすためには、中度が最適です。 

低：家の中の移動やダラダラした歩行、洗濯や料理、

掃除などの家事。 

中：大股で地面を力強く歩く。軽く汗ばむ程度の速歩

き。会話が何とかできる程度の息が弾む歩行。 

高：きついと感じる運動や激しいトレーニング。 

■計算・暗記・俳句・間違い探しなど、脳を使う。 

■同時に２つの動作をする。例えば●テレビを観ながら洗

濯物をたたむ●数えながら３の倍数で手を叩くなど。 

■触覚、嗅覚、視覚、味覚、聴覚などの５感を刺激する。  

■ビタミン類やＤＨＡを豊富に含む食物を摂る。 

■写真を見て記憶を呼び戻す。思い出話をする。  

■ウォーキングやストレッチ、太極拳やヨガ、スイミ

ングなどを継続して行う。 

 

認 知 症 の 予 防 に！ 

ＭＣＩ（軽度認知障害） 

健康長寿のためのウオーキングの仕方 

一日の目標歩数  早歩きで20分でもok 

２０～６４歳: 男性９０００歩 女性８５００歩 

６５歳以上: 男性７０００歩  女性６０００歩 

ＭＣＩ（軽度認知障害）の症状具体例 

●会話をしていると、同じ話をすることが多くなった。 

●先ほど食べたものや知人の名前、銀行口座の暗証番号など、

大切なものを忘れるようになった。 ●お金の計算やスケ

ジュール管理ができなくなった。●疲れやすく元気が出ない。 

●料理の味付け、仕事、車の運転などの様子が変わった。 

●好きだった趣味をしなくなった。●やる気がわかない。 

●頭がぼんやりしてすっきりしない。 

●ＴＶドラマや読書を楽しめなくなった。 

ＭＣＩはそのまま何も対応しないと認知症を発症する確率が高

く、認知症の前段階、健常状態と認知症の中間であるといわれて

います。そのため、認知症を発症せず、健常状態に回復すること

も充分あり、ＭＣＩ（軽度認知障害）から認知症へ進むか否か

は、予防にかかっていると言えます。 

認知症予防対策 

3.6.9... 

President Choice 
SRP$300 
60packets  
(540 tabs) 

Ginkgo  
CoQ10Max 
SRP$84 
90 caps 

Sporiki 
SRP$160 
120 caps  

Omega 
DHA 
SRP$70 
90 caps 



 

 

鳥 居 欣 一 

●暑中お見舞い申し上げます。ここロサンゼルスは真夏日が続い

ています。皆様お変わりありませんか？ 

さて、肝臓ガンと闘っている友人K氏のことは、以前マグナス

ニュースにも書いたと思います。K氏は二年ほど前、足の痛いの

がなかなか治らないので医師の診断を受けたところ、予期もしな

い肝臓ガンの末期であるとの宣告を受けました。余命は？と尋ね

ると、医師からの答えは、長くて半年、短かければ三ヶ月...。

幸いK氏は、日本ではまだ承認されていないガンの新薬の試験治

療を受ける機会を得ました。二週間に一度、一泊がかりで東京か

ら大阪まで通い、治療に専念しました。そして新薬の効果があ

り、K氏のガン細胞は縮小しました。私は日本に行く度に彼と会

食しますが、いつも冷酒を二杯ほどとても美味しそうに飲むの

で、彼がまだ闘病中の身であることをつい忘れてしまいます。 

そのK氏が先々月、ロサンゼルスを訪れて講演会を開きまし

た。演題は勿論「我が闘病記」です。多くの聴衆は彼の意志の強

さに感銘しました。前述の大阪でのガン新薬試薬受療者はK氏を

含めて計十人。途中、治療が辛くて脱落した人や死亡者が八名出

て、残ったのは二人のみ。しかしその内の一人が最近亡くなった

ということで、最終的にはK氏が唯一の生存者という結果になり

ました。 

 

●ロサンゼルス講演旅行から日本に戻ったK氏は、定期受診の際

「一旦治療を中止したい」と医師に申し入れ、「では今日の検査

結果が出た上で判断しましょう」と言われました。K氏は、この

ところずっと身体の調子も良いし、治療は多分ストップになるだ

ろうと自信満々でした。ところが期待は一転、先日検査結果を聞

きに行った時に医師から「新しいガンが出てきている」と告げら

れたのです。皮肉にもその夜は私の東京宅で彼と(治療中止の)祝

杯を挙げる予定だったので、「今夜どうする？」と電話の向こう

のK氏に問うと、「予定通り飲もう！」と即答が返ってきまし

た。何か私の方が少々複雑な思いに駆られましたが、美味しい肴

と冷酒で乾杯しました。その後、レトロな雰囲気たっぷりのバー

に出掛け、K氏はカクテルを美味しそうに飲みながら、「風と共

に去りぬ」の主題歌のCDをバーテンダーに掛けて貰って楽しん

でいました。 

それからまた私の家に戻り、一泊の準備をしてきていたK氏と

遅くまで語り合いました。彼は「同じ肝臓だけど、今回発症した

部位が以前の箇所と違うから、もう一度試薬受療に挑戦して頑張

る！」と言い切りました。私は、聞いてはいけないと躊躇しなが

ら恐る恐る「再発して怖くない？」と尋ねると、「人間はいつか

必ず死ぬだろ？ だから怖くない。そして、自分はガンと闘うん

じゃなくて、ガンと『共生』してやろうと思ってるんだ。」と、

決して痩せ我慢ではなく、心から明るくそう答えました。彼なら

きっとガンと仲良く(？)人生を全うできるに違いないと確信しま

した。 

同時に、自分だったらどうなのだろうか、と考えました。彼の

ように前向きに強くなれるだろうか？ いや、多分取り乱してし

まうだろう…と思いました。その翌朝、朝食後にK氏は普段と何

も変わらない姿で帰って行きました。彼が帰った後、私はもう一

度同じ質問を自分にしました…「彼のように落ち着いて振る舞え

る？」 そして答はまた同じ、とても彼のような気持ちは持てな

い…。K氏は本当に強い人間だ…。 

 

●人生の終局の幸せとは「感謝して逝くことだ」と本で読んだこ

とがあります。そうでなければならないと頭では思っています。

病気になって医学に頼るか、または自力で治すかは、その人の人

生哲学が決めることだと思います。ある日本の医師が自身の著書

の中で次のように記しています。「医学とは、健康についての学

問ではありません。病気についての学問です。私は六年間の医学

部の講義で、一度も健康について習ったことがありません。何十

冊という教科書も読みました。健康についての記述を一度も読ん

だことがありません。医学部を卒業した後、通常、医師は病院に

勤めます。そこで会うのは病人です。来る日も来る日も病人に会

います。健康な人に会うことはありません。病人をなくすのが医

師の仕事です。医師は病気についての知識は持っていますが、健

康についての知識は少ないのです。更に彼は「医学の限界は、病

気の予防ができないことです。今の医学からは、予防の観点が完

全に抜けています。健康な人が病気にならないようにするにはど

うしたら良いかという観点がないのです。医学は、病についての

学問であって、健康についての学問でないのが現状です。」少々

長い引用でしたが、このことを充分に理解することが大切です。 

 

●病気発症の殆どは、悪しき生活習慣が原因とされていることか

ら、生活習慣の改善が病気の予防の第一ステップとなるわけで

す。先ずは、良い部分も悪い部分も、自分の生活習慣を明確に把

握することです。あなたの健康維持の鍵を握っているのはあなた

自身です。私はマグナスの「健康カレンダー」を毎日忠実に活用

しているお蔭で、８３歳という高齢にもかかわらず健康を維持で

きていると確信しています。まだ「健康カレンダー」始めていな

い人は是非今日から！ 思い立ったが吉日ですよ！ 

 

●医学は日々進歩を遂げていますが、それは決して予防法ではな

いことを忘れないで下さい。 K氏のように、病気になったこと

で色々と健康に関する本を手に取る人も少なくないでしょう。た

くさんの良い情報を読んで吸収しても、実践しなければ意味があ

りません。健康は毎日の積み重ねです。「生き様」語り続けてく

れるK氏、一日も早く「治療の日々」から抜け出して「予防の

日々」を謳歌できますように…！ 

 



 

 

 

【材 料】 

●グルテンフリーのフラワー：２カップ 

 Bob's Red MillのXanthan Gum 入りを選ぶ。

（Xanthan Gum が入ってなければコンスターチを

小さじ１加える） 

●砂糖:１と１/２カップ 

●バター：大さじ８ 

●卵：３個 

●ベーキングパウダー：小さじ２ 

●塩：少々 

●ミルク：３/４カップ 

●バニラエッセンス：少々 

●リンゴ：３個（薄切り） 

●ヘビークリーム：３/４カップ 

【作り方】 

❶：オーブンを３５０度に熱し、オーブンに入れるケーキ用

１０インチの容器にはオイルをスプレーしておく。➋：バ

ター大さじ８と砂糖１と１/４カップを３～５分ミキサーに

かけ、その後、卵を一個ずつ加えて混ぜる。❸：フラワー、

べーキングパウダー、塩、シナモンを一緒にふるいにかけ、

そこにミルクを少しずつ加えて混ぜ、②のバターミックスに

さらに混ぜながら加えていきます。❹：③をケーキ用の容器

に流し、上にリンゴを並べ、さらにその上にヘビークリーム

をゆっくり流す。➎：最後に残りの砂糖１/４を振りかけて

オーブンで４５分ほど焼いて出来上がり。 

 

This material is not intended to be interpreted as a diagnosis or prescription in any way. Information provided 
herein, for example, references to herbs as to their historical uses, may not be used as a substitute for profes-
sional advice or as an alternative to professional medical treatment. MAGNUS ENTERPRISES, INC. does NOT di-
rectly or indirectly dispense medical advice or prescribe the use of herbs as a form of treatment or assume re-
sponsibility if you choose to prescribe for yourself without your physician’s approval. 

MAGNUS ENTERPRISES, INC. 

22301 S. Western Ave., Suite 104, Torrance ,California 90501 

掲  示  板 

●シニアの皆さんを応援するかわら版１号発刊！ 

シニアの方々が、生きがいを持って人生を楽しみ、健康で

長生きすることを目的とした会「チャランポランの会」か

ら、創刊０号に続き「かわら版１号」が発刊されました。

１号の特集記事は末期ガンでありながら渡米し、ＬＡ講演

を４回もこなしていったジャーナリスト北岡氏の「死が

あって生がある」です。その

他、「高齢者ドライバーの問

題」「素敵な人みつけた！」

など、内容は盛りだくさん。

ご興味のある方に郵送いたし

ますので、マグナス迄ご連絡

ください。 

 

 

●Vitamin B plus 発売中止 

８月より「Vitamin B plus」の販売は中止となりまし

た。ビタミンＢ群をお摂りになりたい方は、Ginkgo 

CoQ10 Maxをおすすめします。Ginkgo CoQ10 Maxに

は、イチョウ葉エキス／霊芝／CoQ10／ルテイン／ビタ

ミンＢ群／ビタミンＣ／ミネラル／ＤＨＡ／葉酸などが

バランスよく含まれています。 


